
環境保全研修会
　市と市環境衛生協会では、市民
の環境保全に対する知識を高め、
環境問題への意識向上とゼロカー
ボンの実現に向けた取り組みとして、
研修会を開催します。
▶日 時　10月30日㈰　	 	

午後３時～４時45分
▶場 所　ラ・カンパーニュホテル

深川
▶対 象　市民
▶定 員　50人（先着順）
▶内 容　演題「ゼロカーボン・

SDGsとわたしたちの暮
らし」

▶講 師　北海道地球温暖化防止
活動推進員　岡崎朱実
さん

▶参加料　無料
▶申込期限　10月26日㈬まで
▶申込・問合先	　市環境衛生協会
事務局（環境課内　☎26-2444）

ふるさと川柳入賞作品の展示
　ふるさとふかがわへの思いが表
現されたふるさと川柳の入賞作品
75句を、本市在住の書家や画家が
色紙や短冊に表現し、展示します。
▶日 時　
10月23日㈰～10月27日㈭	 	
午前９時～午後５時

▶場 所　生きがい文化センター
▶問合先　
文化連盟事務局（生涯学習スポ
ーツ課内　☎26-2343）

アートホール東洲館	
10月・11月前期

【市民ギャラリー】
⿓グループぷらむ作品展	 	
	 10月２日㈰～15日㈯
⿓拓殖大学北海道短期大学写真
部展	 10月18日㈫～30日㈰
⿓三木田好恵小さなメルヘン展	
	 11月２日㈬～15日㈫

【特別企画展】
⿓藤林利朗	「懐かしい手描映画看
板再現」展	 	
	 10月２日㈰～15日㈯
⿓髙橋ひとみ彫刻展	 	
	 10月18日㈫～30日㈰
⿓阿部國良回顧展	 	
	 10月18日㈫～30日㈰
⿓佐藤進・佐藤道雄絵画展	 	
	 11月２日㈬～15日㈫
※すべての展示について、日程・内
容を変更する場合があります。
▶休館日　10/11・17・24・31	 	

11/７・14
▶問合先　アートホール東洲館

（☎26-0026）

パソコン教室・11月分パソコン教室・11月分
▼パソコン教室日程（定員　12人／先着順）

講座名 日時 教材費
パソコン基礎講座 11/２㈬	 14:00～15:30 500円
Excel基礎講座 11/２㈬	 18:00～19:30 －
Wordステップ１ 11/４㈮	 14:00～15:30 500円
Wordマスター 11/４㈮	 18:00～19:30 －
Wordステップ２ 11/９㈬	 14:00～15:30 500円
Wordデザイン講座 11/11㈮	 14:00～15:30 500円
Excelステップ１ 11/17㈭	 14:00～15:30 500円
Excelマスター 11/17㈭	 18:00～19:30 －
Excelステップ２ 11/18㈮	 14:00～15:30 500円

㊟１スマホ・タブレットで	
コミュニケーション 11/21㈪	 14:00～15:30 500円
インターネット活用講座 11/25㈮	 14:00～15:30 500円

㊟２iPad基礎講座 11/28㈪	 14:00～15:30 500円
㊟２iPadマスター講座 11/30㈬	 14:00～15:30 －
㊟１	無料通信アプリLINE（ライン）を使用できる機器
（iPad、スマートフォンなど）を持っている方は持参し
てください。

㊟２	アップル社製iPadの講座です。iPadを持っている方
は持参してください。

※	iPadの貸し出しを希望する場合は申し込みが必要です。

◆日 程　右表のとおり
◆場 所　マルチメディアセンター
◆対 象　市民または市内の事業所に勤務する方
◆申込受付時間　
午後１時～８時（日曜日、第４土曜日、祝日を除く）

◆その他　
①掲載講座のほかにも、設定人数以上の事前の申し込
みで随時対応講座を開催します。職場の仲間や友達
と誘い合って申し込みしてください。
②持ち物、使用ソフト、講座内容など詳しくは問い合わ
せしてください。
③教材費はテキスト、実習用CDなどの実費です。
④パソコン教室の開催時間や内容などの要望があれば
連絡してください。

◆申込・問合先　
マルチメディアセンター（☎22-3730／N26-2151／電子
メール　multi@fukanavi.com）　※不在の場合は、総
務課デジタル推進室デジタル推進係（☎26-2711）へ電
話してください。また、ホームページ（https://mypage.
fukanavi.com/itkoushuu/）から申し込みや内容確認
ができます。
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ヨガ教室
▶日 時　11月２日から３月29日

までの毎週水曜日（12
月28日・１月４日を除
く全20回）　	 	
午後７時～８時30分

▶場 所　総合体育館武道場
▶定 員　35人（先着順）
▶講 師　中野冬慕子さん
▶受講料　
①12,000円（20回分）
②7,000円（10回分、３人以内のグ
ループで共同利用可能）

▶持ち物　ヨガマット（持っている
方）・タオル・飲み物

▶申込方法　総合体育館窓口で申
し込みしてください。

▶申込期間　10月７日㈮～25日㈫
▶申込・問合先　
総合体育館（☎22-1144）

▶日 時　10月28日㈮　	 	
午後６時15分～８時

▶場 所　総合体育館
▶対 象　20歳以上65歳未満の

市民
▶定 員　30人（先着順）
▶内 容　家庭で簡単にできるヨガ
▶講 師　健康運動指導士　	 	

福岡永告子さん
▶参加料　無料
▶持ち物　ヨガマット（持っている

方）・タオル、飲み物など
▶申込期限　10月21日㈮まで
▶その他　動きやすい服装で参加

してください。託児を行
いますので、利用する方
は申し出てください。

▶申込・問合先　
健康・子ども課健康推進係
（☎26-2609）

きれいなカラダをつくるヨガ	
ヘルシーファミリー教室共催

平和のつどい
　市と市平和運動推進協議会で
は、戦争の悲惨さと平和の尊さを考
える機会として平和のつどいを開催
します。
▶日 時　10月29日㈯　午後２時
▶場 所　アートホール東洲館
▶定 員　30名程度
▶内 容　
①今年の長崎平和祈念式典に参
加した中学生２人と構成団体１
人の報告会
②国立長崎原爆死没者追悼平和
祈念館被爆体験伝承者　原田
小鈴さんによる家族証言講話

▶入場料　無料
▶問合先　総務課自治防災室自治

防災係（☎26-2215）

児童センター行事	
（10/９〜11/19）

【年賀状作り】
▶日 時　11月12日㈯　	 	

午後２時～３時
▶対 象　小学生
▶定 員　６人
▶申込期間　11月１日㈫～12日㈯
▶内 容　来年の干支「卯（うさ

ぎ）」の絵をインクなど
で色付けします。

▶申込・問合先
児童センター（☎26-2411）

「119番の日」に	
消防庁舎を一般開放

▶日 時　11月９日㈬　	 	
午後１時～５時

▶場 所　消防総合庁舎
▶内 容　
①高機能消防指令センターの開放
②救急車と消防車両の展示
③住宅用火災警報器の展示
④模擬消火の体験
▶問合先　
消防署指令救急課指令係
（☎22-2814）

「ニップン四季の森」植樹祭
　苗木を植え、まちの緑を守り育て
る植樹祭に参加しませんか。
▶日 時　10月22日㈯　	 	

午前10時（雨天決行）
▶場 所　ニップン四季の森（音江

町457番地1　藤谷果樹
園北側）

▶定 員　50人（先着順）
▶参加料　無料
▶持ち物　軍手、ゴム長靴、スコップ
▶申込期限　10月20日㈭まで
▶その他　参加者に粗品を用意し

ています。
▶申込・問合先　
北空知森林組合（☎22-7400）

市男女共同参画市民フォーラム
▶日 時　11月５日㈯　	 	

午前10時～11時30分
▶場 所　経済センター
▶定 員　100人（先着順）
▶内 容　講演「SDGsとは？～特

にジェンダーの視点か
ら～」

▶講 師　RCE北海道道央圏協議
会事務局長　有坂美紀
さん

▶参加料　無料
▶申込期限　10月24日㈪まで
▶その他　託児を行いますので、利

用する方は申し出てく
ださい。

▶申込・問合先　	 	
企画財政課企画係（☎26-2246）

くらしの講座
▶日 時　11月17日㈭　	 	

午後１時30分～３時
▶場 所　経済センター
▶定 員　30人（先着順）
▶内 容　講話「スマホを活用市

民デジタル講座」
▶講 師　北海道消費者協会	 	

道高真理さん
▶受講料　無料
▶申込期限　11月９日㈬まで
▶申込・問合先　
深川消費者協会事務局
（商工労政課内　☎26-2264）

消費生活講座
▶日 時　10月27日㈭　	 	

午後１時30分～３時
▶場 所　経済センター
▶定 員　30人（先着順）
▶内 容　講話「高齢期に取り組

みたい運動について」
▶講 師　市保健師
▶受講料　無料
▶申込期限　10月20日㈭まで
▶申込・問合先　
深川消費者協会事務局
（商工労政課内　☎26-2264）

ブドウせん定栽培講習会
▶日 時　11月９日㈬　	 	

午前10時30分～正午
▶場 所　藤谷果樹園（音江町字

音江　アグリ工房まあ
ぶ北側）

▶講 師　空知農業改良普及セン
ター北空知支所職員

▶内 容　ブドウの枝切り方法の
実演と説明

▶受講料　無料
▶申込期限　11月４日㈮まで
▶申込・問合先　
市果樹協会事務局
（農政課内　☎26-2255）

赤十字救急法基礎講習・	
救急員養成講習

▶日 時　11月６日㈰・12日㈯・13
日㈰（全３回）　	 	
午前９時～午後５時

※６日は午前９時45分～午後４時
▶場 所　健康福祉センター「デ・

アイ」
▶対 象　15歳以上の方
▶定 員　15人（先着順）
▶内 容　三角巾・包帯・AEDの使

い方、人工呼吸・心臓マ
ッサージの方法ほか

▶受講料　3,300円
▶申込期限　10月19日㈬まで
▶その他　講習の全日程を修了

し、検定に合格した方
には「認定証」を交付し
ます。

▶申込・問合先　
日赤深川市地区事務局
（社会福祉課内　☎26-2144）

▶日 時　10月22日㈯　	 	
午前９時～11時

▶場 所　桜山パワーアップロード
▶対 象　	市民（未就学児は保護

者同伴）
▶定 員　50人（先着順）
▶内 容　
①ラジオ体操
②ウオーキング
③クイズ大会（賞品付）
▶参加料　無料
▶申込方法　住所、氏名、年齢、連

絡先を電話またはメ
ール、FAXのいずれか
で報告してください。

▶申込期限　10月19日㈬まで
▶その他　参加賞があります。
▶申込・問合先　
生涯学習スポーツ課文化・スポー
ツ係（☎26-2343／N22-8212／
電子メール　sports@city.fukaga
wa.lg.jp）

実りの秋！スポーツの秋！	
桜山さわやかウオーキング
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まあぶオートキャンプ場からのお知らせまあぶオートキャンプ場からのお知らせ
冬季営業のお知らせ冬季営業のお知らせ

　まあぶオートキャンプ場は、11月１日㈫から
右記の冬季料金で営業します。12月１日㈭以
降はコテージとフリーテントサイトのみ営業
し、フリーテントサイトは土曜日、祝前日のみ
の営業となります。なお、キャンプサイトは令
和５年２月１日㈬から夏季営業の予約を受け
付け、営業開始は４月下旬を予定しています。

▼使用料（冬季料金）
種類種類 使用料使用料 備考備考

コ
テ
ー
ジ

５人用 15,000円
暖房料を含む８人用（バリアフリー）19,000円

11人用 19,000円
ログハウス 3,000円 別途入場料（大人

1,000円、子ども500
円）が必要です。

カーサイト（電源付き） 3,000円
フリーテントサイト 500円
※金曜日と土曜日、祝前日、年末年始は金額が異なり
ますので、詳しくは問い合わせしてください。

予約・問合先　まあぶオートキャンプ場（☎26-3000）予約・問合先　まあぶオートキャンプ場（☎26-3000）

アグリ工房まあぶからのお知らせアグリ工房まあぶからのお知らせ

新３Ｄアート教室新３Ｄアート教室
　奥行きのある絵画のような作品を布や紙で作
る、３Ｄアート教室を開催します。
★日 時　11月９日㈬　午前10時～午後３時
★対 象　高校生以上
★定 員　８人（先着順）
★講 師　日本手工芸指導協会総合科師範		

庄司恵子さん
★参 加 料　5,000円（教材費含む）
★申込期限　10月28日㈮　午後５時まで
★そ の 他　
参加者が４人未満の場合は中止します。11月
２日㈬以降にキャンセルした場合、キャンセル
料が発生します。
送迎を希望する場合は、申込時に申し出て、
当日は、午前９時45分までに中央公民館に集
合してください。

変わり風呂（リンゴ風呂）変わり風呂（リンゴ風呂）
　深川の秋の名産、リンゴを使った香り風呂です。
★日 時　10月22日㈯・23日㈰　	 	

午前10時～午後９時

まあぶ箸作り教室まあぶ箸作り教室
　ひのきの端材を使って、世界で一つだけの箸を
作ります。
★日 時　10月16日㈰・11月６日㈰　	 	

午後１時30分～３時
★対 象　小学生以上
★参 加 料　700円
★申込期限　各開催日前日の午後５時まで

豆腐作り教室豆腐作り教室
★日 時　11月13日㈰　午前10時～午後１時
★内 容　深川産大豆ゆきほまれを使った豆

腐作り
★参 加 料　900円
★対 象　小学生以上
★定 員　10人（先着順）
★持 ち 物　エプロン、三角巾など
★申込期限　1１月12日㈯まで
★そ の 他　送迎を希望する方は申込時に申し

出て、当日は午前９時45分までに中
央公民館に集合してください。

申込・問合先　アグリ工房まあぶ（☎26-3333）申込・問合先　アグリ工房まあぶ（☎26-3333）

農産物等消費促進農産物等消費促進！！
秋の味覚フェア秋の味覚フェア

♠日時　♠日時　1010月月1515日㈯　	 	日㈯　	 	
午前10時30分～午後２時午前10時30分～午後２時

♠場所　生きがい文化センター♠場所　生きがい文化センター

問合先問合先
農政課農産係（☎26-2255）農政課農産係（☎26-2255）

　市内で生産された安全で安心な農産物など
を消費する「地産地消」への取り組みの推進と、
コロナ禍により影響を受けている農産物などの
消費を促進するため「農産物等消費促進！秋の
味覚フェア」を開催します。
♠内 容　ステージイベント、深川産新米およ

び新そばの販売、農産物加工品の
販売、大抽選会、フラワーアレンジメ
ント教室など

♠その他　詳しくは、市ホームページまたは10
月12日㈬の新聞折り込みチラシを
ご覧ください。

ふかがわふかがわ
アップルフェスタ2022アップルフェスタ2022

♠日時　♠日時　1010月月2929日㈯・日㈯・3030日㈰	 	日㈰	 	
午前９時～正午午前９時～正午

♠場所　道の駅「ライスランドふかがわ」♠場所　道の駅「ライスランドふかがわ」

問合先　市果樹協会事務局問合先　市果樹協会事務局
（農政課内　☎26-2255）（農政課内　☎26-2255）

　市果樹協会では、深川産の安全・安心で高品
質な果物の消費拡大を図るため、生産者自らが
地元果実の販売・ＰＲを行う「ふかがわアップル
フェスタ2022」を開催します。
♠内 容　深川産リンゴの販売、抽選会など

北空知衛生センター組合　北空知衛生センター組合　リサイクル市リサイクル市

申込・問合先　北空知衛生センター組合（☎23-3584）申込・問合先　北空知衛生センター組合（☎23-3584）

　粗大ごみや燃やせないごみとして出された家具などの中から、再利用可能なものを簡易修繕・清掃
して展示し、抽選で販売します。

♦販売価格　200円～
♦抽選日時　11月２日㈬　午前10時30分

※今年は非公開で行います。
♦抽選結果の通知　
11月８日㈫以降、当選者に郵送で通知します。

♦引き渡し日時　11月20日㈰　午前９時～正午
♦引き渡し方法　
代金納付後に各自で搬出してください。
♦そ の 他　
郵送や電話などでの申し込みは受け付けしま
せん。

♦展示・申込期間　
10月26日㈬～11月１日㈫　午前９時～午後４時
♦展示場所　北空知衛生センター　リサイクルプ

ラザ（一已町字一已1863番地）
♦申込方法　リサイクルプラザに備え付けの申込

用紙に必要事項を記入し、提出して
ください（世帯単位で一品ごとの申
し込みです）。

♦購入資格　本市・妹背牛町・秩父別町・北竜
町・沼田町在住の方

♦品 物　たんす、食器棚・整理棚、椅子・ソフ
ァ、テーブル・机、その他家具
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ア・エール水泳記録会　兼　泳力検定会

♦日 時　10月23日㈰　午前８時～正午
♦対 象　市民およびア・エール水泳教室受講者
♦内 容　男女・年齢別でタイムを競い、各区分３位

までを表彰します（参加は１人３種目以内）。
※水泳記録会の記録が、泳力検定会の記録になります。
♦参 加 料　500円
※泳力検定会は別途料金がかかります。詳しくは問い
合わせしてください。

♦申込方法　フロントで申込書に必要事項を記入し、申
し込みしてください。

♦申込期限　10月16日㈰まで

種 目
ビート板キック（25m）
自由形（25ｍ・50ｍ）
背泳ぎ（25ｍ・50ｍ）
平泳ぎ（25ｍ・50ｍ）
バタフライ（25ｍ・50ｍ）
個人メドレー（100ｍ・200ｍ）

第17回第17回「子どもまつり」「子どもまつり」＆子ども企画運営事業＆子ども企画運営事業

素敵なバルーン装飾であなたをお出迎え♡素敵なバルーン装飾であなたをお出迎え♡

ステージ発表　午後１時～２時ステージ発表　午後１時～２時

　拓殖大学北海道短期大学保育学科学生
によるミュージカル「忍者塾HIRAKU」、人
形劇など

あそびの広場　午後２時～４時あそびの広場　午後２時～４時

＊バルーンアート体験教室（講師：KURO）	
・対象：小学生以上	 	
※事前の申し込みが必要です。
＊拓殖大学北海道短期大学保育学科学生
の工作教室
＊魚釣り
＊絵本コーナー
＊エレクトーン演奏
＊子ども会コーナー

♬日時　♬日時　1111月月６６日㈰　午後１時～４時日㈰　午後１時～４時
♬場所　文化交流ホール「み・らい」♬場所　文化交流ホール「み・らい」
♬定 員　子ども100人（先着順）
※子ども１人につき保護者は２人まで入場できます。
♬参加料　無料（整理券が必要です）
※整理券は10月11日㈫から文化交流ホール「み・ら
い」で配布します。

♬主 催　NPO法人深川市舞台芸術交流協会、市教
育委員会

♬申込・問合先　文化交流ホール「み・らい」（☎23-0320）	 	♬申込・問合先　文化交流ホール「み・らい」（☎23-0320）	 	
市子ども会育成連合会事務局（生涯学習スポーツ課内　☎26-2343）市子ども会育成連合会事務局（生涯学習スポーツ課内　☎26-2343）

幼児には 
バルーンを 
プレゼント

区 分 日 時 対象【定員】 内 容 参 加 料 申込方法
サ
バ
イ
バ
ル・

ダ
イ
エ
ッ
ト

筋力
トレーニング

10/23㈰
	 14:00～14:50

高校生以上
【10人】

綺麗な姿勢を保つための筋
肉を鍛えていきます。 無料

（施設利用料と保険料
500円は各自負担） フロントまたは

電話で随時受け
付け（先着順）

流水
ウオーク

10/23㈰
	 15:15～16:00

高校生以上
【10人】

水中で浮力・水圧・抵抗を感
じながら運動をします。

大人の
短期水泳教室

10/29㈯・30㈰
	 10:00～11:00

水泳指導に
興味がある
方【10人】

泳法や水泳指導の方法を学
ぶ教室です。

3,500円
（保険料500円含む）

健康講座
10/９㈰
11/６㈰
	 10:00～11:30

高校生以上
【各回15人】

軽いストレッチ、筋力トレー
ニング。

500円
（施設利用料と保険料
500円は各自負担）

フロントまたは
電話で受け付け
（先着順）

■休館日　10/11・17・24・31・11/７・14
■問合先　温水プール「ア・エール」（☎22-4946）

▼教室無料体験
区 分 日 時 対象【定員】 内 容

①ベビー水泳教室 10/19㈬	 11:30～12:30
６カ月～２歳６カ
月の乳幼児と保護
者【５組】

水の中で親子のコミュニケーション、水と仲良く遊
びましょう。

②はつらつ水泳Ａ
10/18㈫～21㈮
	 11:00～12:00
10/22㈯	 13:00～14:00

高校生以上【５人】
４泳法習得や健康増進・体力づくりを目的とします。

③はつらつ水泳Ｂ 10/18㈫～21㈮
	 19:00～20:00 高校生以上【５人】

④ゴールドマスターズ 10/18㈫・20㈭	 14:00～15:00 60歳以上【５人】
体力面・健康面を考慮し無理なく４泳法習得を目指
します。

⑤水中運動 10/18㈫・20㈭
	 15:00～16:00 高校生以上【５人】

中高年の腰痛や肩凝りの改善・運動不足の解消を
目的としたレッスンです。

⑥気になり出したら 10/18㈫	 12:00～12:30
10/20㈭	 18:30～19:00 高校生以上【５人】

水の中で皮下脂肪を燃焼させることを目的とするレ
ッスンです。

⑦アクアサイズ 10/19㈬	 18:30～19:00
10/21㈮	 12:00～12:30 高校生以上【５人】

水の中で音楽に合わせて楽しく体を動かすレッスン
です。

⑧エアロビクス 10/20㈭	 19:00～20:00 高校生以上【５人】全身運動と有酸素運動により、健康の維持増進を目的とする教室です。
⑨リラックスヨガ 10/22㈯	 13:30～14:30 高校生以上【５人】誰でも気軽に参加できる初心者向けのヨガ教室です。

⑩すこやか体操 10/19㈬	 13:00～14:00 高校生以上【５人】運動習慣のない方でも気軽に参加できるストレッチと有酸素運動の教室です。

⑪とわに 10/18㈫・21㈮
	 13:00～14:30 高校生以上【５人】

ストレッチ、下肢の筋力トレーニングで転倒予防や
介護予防を目的とした教室です。

⑫いきいき元気塾 10/20㈭	 13:00～14:00 高校生以上【５人】ストレッチと低負荷な筋力トレーニングにより身体活動能力の維持・改善を図ります。

⑬トータルウエルネス 10/18㈫	 19:00～20:00 高校生以上【５人】ストレッチ、筋力トレーニング、有酸素運動で健康づくりをサポートします。

⑭マッスルプログラム 10/19㈬	 18:00～19:0010/22㈯	 15:00～16:00 高校生以上【５人】
基礎体力の向上を目的とし、さまざまなスポーツに
対応できる筋肉づくりをサポートします。

⑮ストレッチヨガ 10/21㈮	 19:20～20:20 高校生以上【５人】ヨガの呼吸とポージングを取り入れた気軽に楽しめる健康ヨガ教室です。
参加料　無料（施設利用料と保険料500円は各自負担）
申込方法　フロントまたは電話で随時受け付け（先着順）
※教室体験は１教室１回限りです。体験する教室の受講者は参加できません。

温水プール「ア・エール」
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移動図書館車「らんらん号」運行日程　10月・11月
ステーション名・時間 10月 11月

ＪＡきたそらち	
音江支所前
13:15～13:45

北新小学校前
14:15～15:20 19日

２日
16日
30日

グループホーム	
忘れな草駐車場
13:15～13:45

一已小学校前
14:15～15:20 20日 １日

17日

あけぼのコミュニティ	
センター前
13:15～13:45

多度志小学校前
14:15～15:20 21日 ４日

18日

市役所前
12:45～13:15

音江小学校前
14:15～15:20

12日
26日

９日
22日

深川消防署	
更進詰所前
13:15～13:45

納内小学校前
14:15～15:20

13日
27日

10日
24日

ひいらぎ荘駐車場
13:15～13:45

深川小学校前
14:15～15:20

14日
28日

11日
25日

■生きがい文化センター・図書館休館日　10/11・17・24・31・11/７・14
■図書整理日　10/27（図書館のみ休館）
■問合先　市立図書館（☎22-4946）

市立図書館市立図書館

※詳細は、深川市スポーツ協会ホームページ（https://mypage.fukanavi.com/taikyo/）
「行事・大会カレンダー」からご覧になれます。	 【QRコードは右記】

主な大会
▼10月
９日㈰ 深川市ミニバレーボール協会会長杯
13日㈭ フロアカーリング協会交流会（20日・27日も開催）
15日㈯ 戸梶杯バスケットボール大会（～16日）
16日㈰ 柔道連盟空知柔道大会

倉本道新杯U-12少年サッカー大会兼北空知秋
季サッカー大会

22日㈯ 空知中学校バスケットボール新人大会（～23日）
23日㈰ 北海道弓道連盟中部地区選手権大会少年の部

▼11月
３日㈭ 北海道学生バドミントン会長杯争奪選手権大会

（～６日）
６日㈰ 深川市弓道連盟深川市長杯弓道大会
10日㈭ フロアカーリング協会交流会（17日・24日も開催）
13日㈰ 深川バレーボール協会長杯ママさんバレーボー

ル大会
19日㈯ 北海道スポーツ少年団バレーボール交流大会

（～20日）

■総合体育館休館日　10/11・17・24・31・11/７・14
■問合先　総合体育館（☎22-1144）スポーツカレンダースポーツカレンダー

10月新刊案内
▼一般図書
嫌いなら呼ぶなよ	（綿矢りさ）
涙雨の季節に蒐集家は、３
	 （太田紫織）
焼き天ぷら	 （和田はつ子）
雨と詩人と落花と	 （葉室麟）
英国喫茶アンティークカップス
	 （猫田パナ）
あれは閃光、ぼくらの心中
	 （竹宮ゆゆこ）
よって件のごとし（宮部みゆき）
「銀河鉄道の夜」の謎を解く
	 （三浦幸司）
モノクロの夏に帰る	（額賀澪）
夏休みの空欄探し	 （似鳥鶏）

▼児童書
アイスゆうえんち
	 （のしさやか）
いきぬけ！サバンナのどうぶつ
	 （鎌田歩）
おむすびくんのたび
	 （いしあいつるえ）
おさんぽスシトレイン
	 （たいっちゃん）
かきごおり	 （石津ちひろ）
くすのきだんちはサン！サン！サ
ン！	 （武鹿悦子）
じゃーんけん	 （山岡ひかる）
そばにいるよ、わたしも
	 （スムリティ・ホールズ）

今月の司書のオススメ本
【嘘つきジェンガ】（辻村深月）
見栄、不安…。ほんの出来心から積み
上げてしまった噓。一線を越えたら、も
う戻れない。騙す側と騙される側、そ
れぞれの心理が巧みに描かれた小説
集です。

予約ベスト

※予約ベストは、図書館ホームページ
（https://ikibun.com/library/）から
最新の情報がご覧になれます。
	 【QRコードは右記】

１位 おいしいごはんが食べられますように （高瀬隼子）
２位 マスカレード・ゲーム （東野圭吾）
３位 財布は踊る （原田ひ香）

【図書館謎解きイベント】
＊日 時　10月28日㈮～11月９日㈬
＊内 容　図書館内の謎に答えるイベントです。
＊参加方法　貸し出し・返却カウンターで回答用紙を受

け取ってください。
【ハロウィーンイベント】
＊日 時　10月29㈯・30日㈰
＊内 容　本を借りた小学生以下を対象にハロウィー

ンにちなんだ工作キットを差し上げます。

行事　＊無料＊
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